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●WEB http://www.fukuoka-ymca.or.jp ●E-mail camp@fukuokaymca.org 

子ども達の目標（YMCAキャンプの目的） 
 

1．自然の生活に適応する能力を育成する。 

2．良い習慣を育て実践させる。 

3．健康のための知識と経験を与える 

4．生活を豊かにする技術を学び創造力を育成する。 

5．良き友人を見出す機会を与え、友情を深める方法を学ばせる。 

6．民主的なグループの経験を通じて、社会における責任感を養う。 

7．感謝の心を養う。 

 

上記の目標を各キャンププログラムの中に組み込み、さらには参加者

の年齢・体力・興味・関心などの状況に応じて柔軟に展開されます。 

YMCAプログラムの運営 
 

●全てのキャンププログラムは大学や企業や働く方々に有識者となっていた

だき、ＹＭＣＡスタッフと共同で企画・開発しています。 

●全ての事業に、野外教育や野外活動の知識と経験が豊富な YMCAスタッ

フが事業全体の責任者として引率します。 

●原則として男女混合、異年齢のグループを 8名前後で編成します。 

●各グループにはグループカウンセラーとしてボランティアリーダーが集合

から解散まで活動を共にします。 

●ボランティアリーダーは、大学や専門学校の学生を中心とした組織で、子

ども達と関わる際のスキルや知識、また想いといったものを、年間を通じ

ての研修や実活動の中で養い、子ども達に提供しています。 

受付は 6月 6日（月）より 

ＷＥＢ優先受付 10時スタートです！ 
【受 付】 
●電話、窓口での受付は 6月 13日（月）午前 10時～午後 6時です。 

（日・祝祭日は休館日です。） 

●各プログラム定員になり次第キャンセル待ちとなります。 

【費 用】 
●電話・窓口での申込受付時、お支払い方法を確認いたします。 

・窓口（七隈/天神）または振込（郵便/銀行）をご選択ください。 

・一括支払い、または分割での支払いをご選択ください。 

・2016年度初めてご参加の方は、別途 2,160円の登録費（2016年度有 

効）が加算されます。 

・お支払いは書類が到着後、1週間以内にご納入ください。 

●プログラム開始日 20日前よりキャンセル料がかかってきます。 

【説明会】 
●宿泊キャンプ参加者の事前説明会を 7月 3日（日）に実施いたします。 

お子様、保護者の皆様ご一緒にご参加ください。 
はじめて山キャンプ 9：00～10：00  五島マリンキャンプ 10：30～11：30 

はじめて海キャンプ 12：30～13：30  よくばり冒険キャンプ 14：00～15：00 

みやじま絶景キャンプ 15：30～16：30  八女川遊びキャンプ 17：00～18：00 

●説明会会場は YMCA七隈本館となっております。駐車台数に限りがござ 

いますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。 

〒814-0133  福岡市城南区七隈 1-1-10   ☎  ０９２-８３１-１７７１ 

受付時間／平日・土曜日 10：00～18：00 （日・祝日を除く）    

■ Honesty ■ 

（正直になる） 

自分に正直であり、他

者に誠実であること 

■ Caring ■ 

（思いやりの心） 

自分のこと、他者のこ

とを思いやること 

■ Responsibility ■ 
（できることは自分でする） 

自分の行動に責任を持つ 

■Respect ■ 

（人を大切に思う） 

自分自身を大切にし、

他者を大切にすること 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●WEB http://www.fukuoka-ymca.or.jp ●E-mail camp@fukuokaymca.org                                 ※価格はすべて消費税が含まれています 

〒814-0133  福岡市城南区七隈 1-1-10   ☎  ０９２-８３１-１７７１ 

受付時間／平日・土曜日 10：00～18：00 （日・祝日を除く）    

資料請求・お申込みは表面掲載のお電話、

またはホームページより 

～ どきどきの宿泊、はじめてでも大丈夫 ～ 
今まで一人でお泊りをしたことがないお友達もリーダーが

完全サポート！大自然の中で野外調理、水遊び、星空観察な

ど、わくわくがいっぱい。すばらしい発見が待っています。 

前半 3 日間は通いの日替わりプログラム。後半 2 日は宿

泊プログラムとなり、毎日が充実。 

はじめて山キャンプ 
8月 1日（月）～8月 2日（火） 1泊 2日 

 

■対 象 年中（幼児）～小学 4年生 

■定 員 30名 

■会 場 YMCA 七隈本館 他 

■交 通 地下鉄・西鉄バス 

■参加費 27,000円(5日間) 

17,000円（宿泊を除く 3日間） 

    ※宿泊のみ参加はお受けできません 

サマースクール① 
7月 27日（水）～7月 31日（日） 全 5日間 

 

よくばり冒険キャンプ 
8月 10日 (水) ～12日 （金） 2泊 3日 

  

■対 象 年中（幼児）～中学 3年生  

■定 員 40名 

■会 場 深坂自然の森（山口県下関市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 32,400円 

 

～海は自然の学校だ！！～  
日本海に浮かぶ五島列島奈留島で思い切り遊ぶキャンプ 

きれいな海と緑豊かな山々でさまざまなことにチャレン

ジします。2日夜に出発して、そのまま船泊となります。 

スタートから五島の冒険が始まります。 

■対 象 小学 3年生～中学 3年生  

■定 員 40名 

■会 場 五島市奈留島 

■交 通 船・バス他 

■参加費 46,440円 

五島マリンキャンプ 
8月 2日（火）～8月 6日（土）  4泊 5日 

みやじま絶景キャンプ 
  8月 16日（火）～18日（木） 2泊 3日 

～日本の絶景を目指す大冒険～  
世界遺産「安芸の宮島」で過ごす 3 日間。宮島の大

鳥居を眺めながらテント泊 。また、弥山登山の山頂か

らの瀬戸内海の絶景を眺めましょう。  

■対 象 年中（幼児）～中学 3年生 

■定 員 40名 

■会 場 包ケ浦キャンプ場（広島県）  

■交 通 大型貸切バス・フェリー 

■参加費 38,880円 

はじめて海キャンプ 
8月 8日 （月) ～8月 9日 （火） 1泊 2日 

  

■対 象 年中（幼児）～小学 4年生 

■定 員 30名 

■会 場 YMCA 七隈本館 

■交 通 地下鉄・西鉄バス 

■参加費 27,000円(5日間) 

17,000円（宿泊を除く 3日間） 

         ※宿泊のみ参加はお受けできません 

サマースクール①とは内容が異なります 

サマースクール② 
  8月 17日（水）～21日（日） 全 5日間 

～多彩なアクティビティで大冒険～  
自然の中で盛りだくさんのアクティビティを体験できま

す。トレッキング、野外炊飯、川遊びグループワークな

ど普段体験できない楽しいことがいっぱい。  

八女川遊びキャンプ 
  8月 26日（金）～28日（日）2泊 3日 

～大自然と向き合う 3 日間～  
夏休み最後の大冒険！まだまだ、終わらない夏。大自

然の中で、たっぷり川遊び。仲良くなったお友達とこの

夏最高の思い出つくりをしましょう。  

 

■対 象 年中（幼児）～小学 6年生 

■定 員 40名 

■会 場 げんき館おおぶち（八女市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 32,400円 

■対 象 年中（幼児）～小学 4年生  

■定 員 40名 

■会 場 広川原キャンプ場（福岡県嬉野市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 21,600円 

■対 象 年中（幼児）～小学 4年生  

■定 員 40名 

■会 場 芥屋キャンプ場（福岡県糸島市） 

■交 通 大型貸切バス 

■参加費 21,600円 

～ はじめての宿泊でも安心してください ～ 
今まで一人でお泊りをしたことがないお友達もリーダーが

完全サポート！海での活動をメインに安全で楽しい 2日間、

わくわくがいっぱい。すばらしい発見が待っています。 

 

7月 30日（土）10：30～12：30   

■対 象   幼児～小学生 

■定 員   16 名 

■参加費   1,000 円/人 

■会 場   福岡ＹＭＣＡ七隈本館 

プログラム内容 

●英会話体験レッスン ●英語でアイスクリーム作り ●水遊び 
こちらのプログラムも同時募集！！ 

前半 3 日間は通いの日替わりプログラム。後半 2 日は宿

泊プログラムとなり、毎日が充実。 


